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「私が認知症になったとき」 
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いただいた「愛」と「優しさ」を若い人たちにバトンタッチしていきたい 

 

私が初めて認知症という症状を理解し実際に触れあったのは、介護職員となって最初に

勤務した職場である認知症対応型共同生活介護で通称グループホームといわれる所でした。

そもそも、介護職に就くきっかけとなったのは、母が介護職員であったことや、幼少期に祖

父母に育ててもらったこと、そして祖父母が要介護状態になり施設に入所したことがきっ

かけとなったと思います。 

実際に、現場で働きながら自分が認知症になったらどうなるのだろう？ということは、い

つも考えています。そんな時、祖父母が認知症になってから他界するまでのことや職場の利

用者様のことを思い出します。一般的には認知症になったら何もわからなくなる何もでき

なくなるといわれます。しかし私は、すでに他界している祖父母や職場の利用者様からいつ

も様々なことを学んでいます。 

大工の棟梁をしていて、とても厳しかった祖父は、とても穏やでやさしいおじいちゃんに

なり、いつも優しく愛していてくれていた祖母は、変わらずいつも私たちのことを気にかけ

ていてくれる優しいおばあちゃんでした。二人とも認知症の症状としては、軽くはなかった

のですが、しっかり私たちのことを見ていてくれていたと思います。 

体が動いていた時には、お昼にも関わらず「お前たち早く帰れ～暗くなるぞ～」と私たち

のことを心配し、寝たきりになってからは、体調が悪くなるたびに、大勢で集まる孫やひ孫

の顔を見て声を聴いて、何度も回復していました。それは、自分はおじいちゃんとしておば

あちゃんとして子供たちに心配かけられないという優しさであったのではないかと思いま

す。たとえ認知症になっても、溢れるほどの愛情で私たちのことを見守り勇気づけてくれて

いました。 

職場の利用者様においても同様で、短期記憶が乏しくなっている方であっても、職員であ

る私に、いつもねぎらいの言葉をかけてくださったり、時には汗拭きタオルを手渡してくれ

たりと、人としての愛情や優しさを学ばせてくれています。 

私が認知症になったらどうなるのだろう？と改めて考えると、たぶん自分では認知症に

なった時のことを自覚することはないと思います。しかし、祖父母が私たち家族に与えてく

れていた無限の愛情や優しさは忘れることはないと思います。それに、職場の利用者様から

いただいた愛情や優しさについても忘れることはないと思います。 

私が認知症になったら、私が多くの人たちからいただいた「愛」と「優しさ」を多くの若

い人たちにバトンタッチしていけるようなおじいちゃんになりたいと思います。今までの

職場で出会った利用者様のように。そして自慢の私の祖父母のように。 

  



「お茶よりコーヒー」「レクも選びたい」、どこかに「私」は残ってる 

 

私が認知症になった時、診断結果が理解できる状況と思えるならば伝えてほしい。 

診断テストの点数、脳の萎縮状態、これから予想される進行具合を教えてほしい。 

認知症になっても初期のうちは自宅で猫たちとのんびり暮らしていたい。 

火の元が心配ならば、ストーブを撤去してエアコンだけに、ガスは IH にしてください。 

自分でご飯を作れなくなって買物にも行けなくなった時は、配食サービスと訪問、通所で試

してみてください。それでもダメになったら、施設に入所したいです。 

できれば DT ワーカーさんのいる施設に入り、参加するプログラムを選べたら良いな。 

一人で過ごす時間も大切にしたいし、人とも触れ合いたいと思うのです。 

私がぼんやりしている時は、時々声をかけてみてください。「お茶を飲みませんか？」など

訊いてほしいです。お茶よりはコーヒーが望ましいです。 

退屈な時は、部屋で音楽を聴き、映画を観たいです。 

甘い物は特に好きではないですが、高齢になったら好むかもしれません。 

働きずくめの人生だったので、レクでお菓子作りなどしたいです。 

母がレビー小体型認知症になった時はとても怒りっぽくなったので、自分もそうなるので

はないかと危惧しています。でも、元来明るく冗談が好きな私ですので、うまく話をはぐら

かして笑わせてください。 

色々なことができなくなって、わからなくなっても、どこかに「私」は残っています。 

何も話せない人になっていても、きっと感謝の気持ちは持てると思うので、「役立たず」だ

けは言わないでほしいです。 

願わくば、子供や妹の顔と名前だけは、最期までわかる人でいたい。 

もしも、癌になったとしたら告知は家族に任せます。私が理解できると判断した場合は教え

てほしい。余命宣告はしないでほしい。 

病気にならず長生きできたのであれば、自然死を望みます。胃瘻や経管栄養は施さないでく

ださい。死ぬ１週間前までは、自分の手で食事をしたい。人の手を介されて食事してまでも

生きていたくないと思います。 

家族やペットの写真を部屋に飾って、音楽が流れる中で旅立って行けたら幸せだと思いま

す。その頃の私は、どんな音楽を好んでいるのでしょう。 

未来の自分を、今の自分の目で一度見に行きたい気もするけれど、きっと見たこともその頃

は覚えてないでしょう(笑) 

 



認知症になっても、ミスチルとお花…そしてダイエット 
 

わたしが介護の仕事についたのは、今から１８年前の４月でした。いとこの自動車修理工

場に勤務していた時に「これからは、介護の仕事だ」と思い、ヘルパー２級の資格を通信で

取りに行ったのが始まりです。資格取得から介護の仕事をしてみようと考え、その頃ちょう

ど離婚をしたばかりでした。小学校２年の娘と心機一転、札幌に引っ越し仕事も変え不慣れ

なヘルパーの仕事をしていたのを思い出します。 

ちょうど介護保険が始まって１年後ぐらいの事でしたので、元気な人から要介護の人ま

で介護保険で家事支援から身体介護までを、ご利用者様の家を回っていました。娘が小学生

でしたので、家から仕事場まで行ったり来たりの訪問介護は、時間的にちょうどよかったの

です。給料は、安かったのですが、いつも一緒に居られて幸せの５年間でした。 

その後、訪問入浴で腰を壊し、デイサービスの仕事で毎日楽しく過ごした５年間。誰かの

役に立ちたいという思いから始めた介護の仕事ですが、１８年たった今でも、大変だけど素

晴らしく、そして高齢社会にはなくてはならない仕事を選んだと自負しています。 

娘とは老後の話や、認知症になったらどうする等、今からいろいろ話しています。親子は

似た者同士で、お互い音楽が大好きで、特にミスターチィルドレンが大好きです。コンサー

トにも何度か一緒に行き「私が死んだらミスチルをかけてね」とお願いしています。 

もう一つ大好きなものはお花です。フラワーアレンジメントの教室に通い、自分の大切な

人にお花を選んでプレゼントしたい思いから６か月前に始めました。自分の葬儀には、お花

をたくさん飾ってほしいと娘にお願いすると、エンディングノートに書いておいてと言わ

れています。 

そんな娘も１８歳の時、仕事で失敗し泣いている私を励まし支えてくれました。彼女も中

学、高校と友達との確執に悩み不登校になった時期もありましたが、それも乗り越え、今は

しっかり自立し自分の給料で暮らしています。私は、そんな娘に自分の老後で苦労を掛けた

くないと常日頃から思っていました。仕事を通じて様々なご家族様の苦悩を目の当たりに

して、できれば苦労させたくないと思います。 

幸い、私の両親は５年前に他界しておりますので、私はその心配はないのですが、自分の

老後は逆に心配です。もし認知症になったらと考えると更に心配です。しかしこればかりは

わかりません。介護の仕事がら、ご利用者さんの暮らしぶりを見ることが多いのですが、や

はり楽しく、生きがいを持って、笑って暮らしてほしいと願っています。自分が高齢者にな

った時も、生きがいを持って最後は、「ぴんぴんころり」と行きたいと願っています。 

それには少しダイエットし、体重を落として生活習慣病の改善をしていかなければなり

ません。今からでも健康管理に留意して、日々の暮らしを楽しもうと思います。それが高齢

になっても元気に過ごす秘訣かなと考えております。 

 

        
 



すぐに忘れても、食べ過ぎや排せつの失敗も…やさしく接して 
 

 もし、自分が認知症になったら･･･。人間らしく生きられるだろうか？いや、人間らしく

生きたい。 

 私の家系は、わりと長生きする方で、明治生まれの祖父母は９６歳、９０歳まで生きてい

た。両親も持病はあるが、今のところ特に問題なく二人で生活できている。父は車で遠出で

きるし、母も慣れた道ならまだまだ運転できる体力もある。そんな家族なので実際、じぶん

が認知症になるということは想像もつかない。でも、もし本当に自分が認知症になったらき

っと、いつも夫と喧嘩しているかもしれない。それは、いつも何をしたいのか、今何を思っ

たか考えたかをすぐ忘れてしまい、苛々して夫にあたってしまうからだ。夫も同じ事を何度

も私に話すので、イライラしているだろう。 

 そのうち，食べた物にも執着し甘い物が食べたくて、他人の分まで盗って食べてしまうか

もしれない。そんな時は、どうか私に優しく声を掛けてください。食べ過ぎは肥満のもとで

すよと何度も言ってください。 

 急に独りで外に出て、どんどん歩いてどこまでも道なりに歩いて、ハッと気づいた時は今

何処に居るかわからなくておろおろ。そんな時も、優しく教えてください。 

 トイレでの排せつも、できなくなるかも知れないし、お風呂の入り方もわからなくなるか

もしれない。そんな時も優しくおしえてほしいのです。決して、大きな声で怒鳴ったり、叩

かないでほしいのです。私は、びっくりして、恐いと思って余計どうしたら良いかわからな

くなるから。わからなくても、毎日笑顔で生活できるような介護をお願いしたい。 

 

 



温かいコーンスープと好きな本と、笑顔に囲まれて…自分らしく 
 

私が介護職になりたいと考えたのは、認知症になり、住まいが定まらなかった祖母の存在

であった。当時は認知症ではなく痴呆と呼ばれ、専門医もなく、祖母は精神科に入院してい

た。介護保険制度が始まる前であり、居住区のデイサービスに空きがなく、母が 1 時間以上

かけて他区まで送迎していた。在宅生活に限界があり、最期を病院で過ごした祖母は、本当

に幸せだったのかと、今でも想う。 

 

そんな時を経て、介護保険が始まって 20年近くになっても高齢者の終の棲家は定まらず、

老老介護の末に、悲しい結末を迎える事件も度々耳にする。 

 

現在は肩車型社会に向けて、時代が進んでいる。私も、当時の母と同じ年代になり、今は

母の介護について、考える時間も増えてきた。介護の仕事をしているのだから、それは素晴

らしい介護ができるかというと、そういうことでもない。やはり家族として介護にかかわる

のだから、専門職としての知識や技術をもってしても、感情があふれてしまう時もあるかも

しれない。 

 

そんな自分が認知症になったら「私のことを介護しようと思わないで、自分の家族を１番

に考えなさい」と、一人息子に話している。 

私の母は第一次ベビーブームの時期に生まれ、私は第２次ベビーブームに生まれている。

団塊の世代の母を持つ、団塊ジュニアなのだ。高度医療が発展し、自分の意志とは関係なく、

命を保つことができるようになってきた。高齢者を支える人間が少ないのに、私は医療と科

学の発展で、長生きしてしまうかもしれない。「長寿」といって長生きすることを喜ばれて

いる時代ではなく、自分で人生のリミットを決められる世の中になっているかもしれない。 

 

もし、そんな時代になっていたとしても、少しでも自分らしく生ききられたらいい、と望

んでいる。制度に振り回されて「週に何回」という決まりをクリアするために、自分の意志

とは関係ないタイミングで入浴するのであれば、週に１回でいいから、自分の入りたい時間

に、１０分でいいから湯船にゆっくり浸かりたい。特別おいしいものでなくていいから、

時々紅茶を淹れてほしい。豪華な食事はいらないから、温かいコーンスープを提供してほし

い。確かにレクレーションも楽しいかもしれないけど、静かに読書をする権利を与えてほし

い。今でも読みたい本がたくさんあって、いつか読もう、好きな時間だけ図書館にいたいと

思っているので、もし本を逆さまにして読んでいても「本に触れる」喜びを感じていると思

って、そっとしておいてほしい。 

うさぎが大好きだから、ぬいぐるみを一つ持たせてくれたら、きっと穏やかになると思う。

そのうさぎを、時々きれいに洗濯してほしい。もし、つじつまが合わないことを話しても「そ

うだね」と笑顔で返事をしてほしい。そうしたら多分私も、笑顔を返すのではないかと思う。 



「良い人生だった」と、いのちを閉じていきたい 
 

私は、患者さんや身内などたくさんの認知症の方に出会ってきました。不穏で攻撃的、怒

りをぶつける方もいれば、頼もしくかわいらしい方もいました。正直、怒りや攻撃的な方は

苦手になるし、どう応対したらよいのか分からなく避けたい気持ちも湧いてきます。 

 かわいいらしい認知症とかお年寄りになりたいと皆、良く話したりしますが、本当は、望

んでいるわけではありません。認知症になったらどれだけ受け入れられるのか、きちんと向

き合ってくれる人はいるのだろうか。家族とも離れ寂しい思いをするのでは…と不安な気

持ちはあります。人格もくずれ、清潔感もなく、ただ発声するようになって迷惑がられるの

なら、きっと「早く死んでしまいたい」と思うのではないでしょうか。 

認知症の方は、うまく表現できず一番困っていて、不安で苦しいと思います。その心に寄

り添う努力が必要なのです。努力してもうまくいかないことが多いのですが、努力している

気持ちは伝わると信じます。 

 認知症の周辺症状が強いと、未だに薬をもっと使おうとすることもありますし、暴言だと

か暴力だとかいう表現を平気で使ってしまう現状もなくなっていかなくてはと思います。 

癌の患者さんが、精神的に不安定になって抵抗し激しい言葉を使うと、病気だからと優し

く対応しようとするのに、認知症の方の言動を暴言というのは変わっていかなければなら

ないと思います。私が認知症になった時には、脳の病気の知識のある人が増えて、理解して

いる人に看てもらいたいと思います。 

 私が認知症になったら、家族や施設の方に温かく見守ってほしいし、放置されたくはあり

ません。時々は、散歩やドライブにも連れて行ってほしいですし、おいしい物もたべたいと

思います。簡単なゲームをしたり、できるだけ家事作業も行って、認めてもらいながら過ご

したいと思います。トンチンカンな会話でも笑顔で聴いていてほしいですし、いろいろなこ

とが上手にできなくても「まあいいじゃないの」と笑顔で見てくれたなら幸せかもしれませ

ん。きれいな景色やきれいなもの花や物を見て、リラックスしたいと思います。はたから見

たら、分かっているのかと思うかもしれませんが、ひとりの人として対応を望みます。命が

消える最後に、「良い人生だった」と思えるのが一番ですが，せめて「優しくしてもらえた」、

「温かく接していただけた」と、いのちを閉じていけたらと思います。 

 最後に、私は看護・介護する者として、たくさんの方を温かく接していきたいと思いまし

た。 

  



認知症になっても夢はもてる?! 人を愛せる?! 
 

想像するのは、いつも下を向き、頭を抱えている姿。カーテンを閉めて、布団をかぶり、

ベッドに入ったきり。目を覚ましては、また混乱する。今はどこでいつなのか？いつまでに

何をすればいいのか？焦りと不安を抱えて怯えている。それはどうして？わからない…。ま

た下を向き、頭を抱え怖くて泣いている。 

そんな時はどうしてほしいだろう。「大丈夫、心配ないよ」と優しく声をかけてほしい？

（あなたに私のなにがわかる！）苛立って反発してしまうだろうか…。（本当は嬉しくてあ

りがたい）けど。でも（話を聞いてくれるだけで心が晴れるならこんなに怯えていないよ！）

とも、心は叫んでいる…。 

頭をなでてくれたり、背中をそっと抱えてくれたり、手を添えてくれたり…自分なら嫌と

は思わないだろう。そんな風に寄り添ってほしい。上辺だけの言葉かけよりは安心できる気

がする。 

そんな私のことを、どうしてそんなに不安なの？と考えてくれる人がいてほしい。「この

人は認知症だから」の一言で片づけてしまわないでほしい。不安な気持ちはどうしたらなく

なるだろう。不安な気持ちはどうして忘れてしまえないんだろう…。夢に向かっていく希望

や生きがいがあれば違うだろうか？愛する人がいて、その人のために生きていこうとする

と違うだろうか？認知症になってからでも夢は持てるし、人を愛せることは疑わないけれ

ど、それらを持ち合わせていない時は？ 

年老いてから認知症になるとは限らないし、明日には認知症の症状が出始めるかもしれ

ない。もしかすると、すでに認知症であることを自覚していないのかもしれない。 

「寂しくなんかないよ、あなたには私たちがついているし、周りにはこんなに仲間がいる

じゃないか。さあ行くよ。今日は少し忙しくなるかもしれないけど、でも良い一日にしよ

う！」 

（あなたには私の事はわからないだろうけど、寄り添おうとしてくれているのは伝わるよ。

ありがとう！） 

認知症になっても、感謝の気持ちを口に出せる人でいたいと思う。今の自分はどうだろ

う？人に迷惑はかけないでいたいと願うけど、やはりいずれは誰かのお世話を受けて支え

てもらわなければならない時がくるだろう。素直じゃない所がある今の自分が認知症にな

ったら、ますます偏屈になるだろうか？年老いて体が重たくなったら、動きたくなくてずっ

とベッドに入っているタイプじゃないだろうか？そんな自分にも、楽しみややりがいの持

てることを教えてくれて、さりげなく支援してくれるような人に出会えるだろうか？ 

誰もが認知症になることは望まないだろう。認知症になったとしても、こうありたいとい

う願いもむなしく、自分でも信じたくないような姿になってしまうかもしれない。 

認知症になっても楽しく暮らせる社会になってほしい。なりたい自分と、なっていてほし

い地域づくりのために、できることを見つけていきたい。 



俺のＤＴは“ダイハードセラピー”だ！ 
 

お賽銭を投げても祈ることは「世界の平和」、書初めに書く言葉は「頑張らない」。ＤＴ研

修初日の感想は「俺はＤＴよりＤＴだな」。そんな自分が認知症になるようなら、それはも

う世紀末と言っても過言じゃない気がする。そうだ。俺が認知症になる世の中なんて滅んで

しまえ。 

閑話休題。 

認知症になったら、実家で一人暮らしがしたいのさ。他の人と違って多分一人暮らしでき

るよ。だってずっと一人暮らしだもん。子どもも孫もいないから、夕方になっても探しに行

ったりしないよ。徘徊に見えるとしたら、朝、山にカブトムシを探しに行ってるくらいだよ。

ご飯だって、セブンミールとカップラーメンがあれば十分だし、訪問ヘルパーに買い物代行

だけお願いしようかな。お掃除なんかいいんだよ。健康な時から、綺麗好きじゃないし。洗

濯もその頃には洗濯機が全部やってくれるよ。お風呂も浴槽に浸かるのは２年に１回くら

いだからね。シャワーで十分だよ。 

という訳で、週１回スーパーの空いてる時間帯で６０分だけ訪問ヘルパーの生活援助お

願いします。日本国さま、お願いです。貧乏だから、１割負担で、なんとかお願いします。 

認知症になっても守るものがない人生って少し寂しいなぁ。でも「仕事に行く」って動物

園に行こうとすると思うんだ。だから、庭で色んな動物を飼わせてほしい。犬やペット用の

豚やダチョウを飼って、毎日顔舐められて、毎日顔舐め返す。嫌がる背中に無理に乗って振

り落とされて、肋骨折って笑って、そんな動物園で働いていた時の様な生活がしたい。やっ

ぱり俺はＤＴ（ダイバージョナルセラピー）よりＤＴ（ダイハードセラピー）だな。 

それから、桃やビワやザクロの木、空いてるスペースにはコキアを育てて、縁側で仏像や

地蔵を彫って暮らしたいと思ってる。自分勝手に生きて親孝行全然してないから、きっと地

獄に送られると思うんだ。その時のためにお地蔵様は絶対彫っておかなくてはいけない。地

獄での苦痛を和らげてくれるらしいからな。考えてみると認知症になっても自分勝手だな。 

そうだ、大事なこと忘れてた。「活字中毒症」なんだ。なので、小説とか雑誌を時々与え

てほしい。いや、認知症になったら１冊あれば十分なのかな。認知具合をみて対応してね。

今話題の“なんとかルーペ”欲しいです。尻に轢いても大丈夫な、あれ。それをね、無くさ

ないように紐で首から下げといてほしいんだ。今でも、すぐに無くすから。ねっ。 

どうしよう。色々考えると、認知症になっても今とほとんど変わらない。むしろ認知症だ。

そうだ。認知症なんか本当はないんだよ。時代が年寄りに不利になってるだけなんだよ。科

学の発展が若者と年寄りを分けただけたんだよ。 

そうだよ、お医者さん。あなたの言うとおり、私は認知症だ。だからなんだ。認知症である

まえに、私は“私”だ。今更、見本の様なお年寄りには絶対なれない。だから、小さくなっ

た脳で精いっぱい考えて、精一杯自分らしく生きるんだ。面倒くさいジジイだけど、お年寄

りってカテゴリーで生活できないジジイでいたい。 

 



一人でいる方が好き…おとなしいおじいちゃんになれるかな？ 

 

認知症になったら悲しいです。職場で短期の記憶ができない認知症の方と接しますが、同

じことを毎日、いや日に何回も話すことがあります。その姿を見て、自分だったらと思うと

悲しいです。でも、仕事と思って接しているのか、腹は立ちません。 

以前、全盲の義母と同居していました。元気なうちは全盲のことは全く気になりませんで

したが、認知症が進み、特に夜中「すみませ―ん。誰か来てくれますか？」を大きな声で叫

ぶ時、分かってはいるものの、つい「うるさ―い」と声を発し、何度も後悔しました。身内

はだめですね。感情が出てしまいます。 

妻もその姿を見ているので、私が認知症になれば、かなり迷惑をかけると思うと…。しか

し、自分では分からないので、困ったものだ。 

テレビでよく取り上げられる、認知症になりにくいということを実践するのもいいのか。

家族には迷惑をかけると思う。でも、縁があって巡り合えた家族、支えてほしいと思うのが

本音である。 

統計的には男性の方が早く死亡する確率は高い。なので、妻が面倒を見てくれるのか。子

供は男子の一人っ子、あてにはできない。と云うか、関わらなくてもいいと思う。彼にも家

庭ができると思うので、たまに会いに来てくれる程度でかまわない。 

 その意味でも、施設に入りたいと思う。職員さんには申し訳ないが、仕事と思い関わって

くれるだろう。不便な所はだめ。交通の便がいいのが最低条件。 

 認知症になっても性格は変わらないと思うので、わいわいいるより、一人の方が気楽で好

きだ。このことを分かってもらえないと、おせっかいが多くなるのではと心配する。妻には

よく話しておかねばと思う。 

 「ありがとう」は魔法の言葉。同居していた義母は「ありがとう」を口癖のように、何を

してあげても、「ありがとう」と云っていた。私も心が和んでいた。 

 いまのうちから妻に対し、「ありがとう」を常に云うことを心がけよう。認知症になって

も「ありがとう」ができてきますように。 

 認知症になるなら、性格のおとなしい、おじいちゃんになれることを望みます。 

  



穏やかに暮らし、静かに見送って… 
 

どのような認知症になるかはわかりませんが、穏やかな認知症高齢者になればいいなと

思います。たぶん、ある時期で、自分で身のまわりを整理し自分で選んだ施設で暮らすこと

になるかと想像します。子供たち自身の暮らしに邪魔しないよう生活を送りたいです。 

でも、たまに顔を見に来てくれたら、非常にうれしいと思うので、都合がいいときでいい

ので会いに来てください。 

20 代、30 代、40 代、50 代と子育てが忙しい時期、高校・大学進学等で金銭的にきつい

時期も、それなりにしたいこと、欲しいものを得ていたので、やり残したことや欲しかった

ものはありません。でも、面会に来てくれることがあったら、ずっと愛用しているロクシタ

ンの石鹸を手土産にお願いします。 

死んで骨になったときは、実家の両親が眠る場に連れて行ってください。これだけは、切

に切に願います。これだけは第１の希望として、叶えてください。 

お部屋にはママの作った絵数枚と音楽と TV があればいいです。音楽はそうですね・・・

モーツァルトのピアノ協奏曲や演歌、ジャズが聴きたいですね。 

いつも兄妹仲良く、かなちゃんと 3 人で連絡をとりあい、つながっていてください。思え

ば、小学校 3 年生までの夏・冬・春の休み、3 人がにぎやかに我が家で過ごしたあの時間は

本当に素敵な時間でした。 

延命は全く希望しません。なにもせず、静かに送ってください。 

  



最期は一人一人に「ありがとう」とお別れの挨拶をしたい 
 

私には一人の息子が居ます。去年結婚し、そして我が家に新しい家族が増え、そして可愛

い女の子もやってきました。もしも自分が認知症になったらと考えた時に、不安や混乱、悲

しみ、怒りなどの気持ちになり、気持ちの整理はつかないだろうけど、可能であれば、自分

のことは自分でできるうちは自分の家で住んでいたい。 

同じことを何度も話したり、被害妄想が強くなったり、「自分は邪魔者なんではないか？」

とか考えたり、少しずつ失敗が多くなってきているな…と感じて、家族が「大変だな～、限

界かな～」と感じてきたら、悩んでしまっているなら、私の気持ちは決まっているので、遠

慮なく施設に入れてもほしい。迷惑はかけたくないって気持ちだけは強くあります。 

だけど施設に入っていても一か月に一度だけでも外泊させてほしい。外泊が無理ならせ

めて外食にいきたい。それが無理なら月に一度は面会にきてほしい。せめて月に一度、顔を

見せてくれて一緒にいてほしい。 

この一か月に何があったのか？何か楽しいことがあったのか？と尋ねたり、孫の成長も

見せてほしい。どこかに旅行に行ったなら旅行の話や写真を見せてほしい。今まで好きだっ

た音楽を聞かせてくれたり、日ハムの近藤選手や大田選手が大好きな私なので一緒に色々

な話や野球観戦やＤＶＤを見てくれたり一緒にしてほしい。 

甘い物が大好きな私の為にお菓子を持参してくれ食べさせてほしい。もしも私が素っ気

ない態度や急に怒ったり泣いたりするかもしれないけど、優しくなだめてほしい。それでも

直らなかったら少し放っておいてほしい。寂しくなってきたかと思う頃に息子の小さい頃

の話や写真を見せてくれたら機嫌が直るかもしれません。 

動物が好きな私だけど、特に犬が大好きなので、飼っていたミニチュアダックスの話や写

真や昔話を楽しそうにしてくれたら、すぐに機嫌は直るはず（単純なので）。そこでイライ

ラして怒ってしまったら気が短いので怒ってケンカなってしまうので、できれば優しくや

さしくしてください。 

施設の職員の方にお願いします。人見知りが激しく心では思っているが中々腹の中の気

持ちを言わない私ですが、たくさんのありがとうを心の中では言っています。心の中ではあ

りがとうとたくさん思っています。なので何となくわかってください。お願い致します。 

施設の部屋には犬の写真と家族の写真を飾っていつも一緒にいたいです。そして最期は

皆に一人一人にありがとうと心を込めて言ってあいさつをして息を引き取りたいです。 

  



認知症になっても「私はわたし」 

 

私は介護の仕事をして 20 年以上経ちます。その間に認知症の症状を持った方々との出会

いで私の中で認知症は身近なものであり、自分はどんな形で認知症を過ごすのかを考える

ことが多々あります。 

ご家族からは「昔はおとなしい人だったのに認知症になって暴言を吐くようになって困

惑している」や「昔から気が強かったんですけど、やはり…」、「同じことばかり話していて、

どう対応したらよいかわからないのです」などとよく訴えられます。 

自分はどんな風に家族を困らせるのだろう。身近な分、家族との話題になることも多い。 

そして言われる言葉は毎度同じである…。「母さんは認知症になってもしばらく自分たちは

気付かないと思う」との言葉である。私は常に日本語が下手で訴える言葉が聴く側にしたら

不明なことが多いらしい。更に言葉を忘れ『あれ』『それ』『あの時のさぁ』と続くことが多

く同じことを何度も話続ける。それでも私を認めて理解してくれる家族に日々感謝してい

る。私の認知症は今までの行動に加え、失禁などし始めたらようやく私の認知症に気付いて

くれるのだろう。できる限り、今以上の苦労は家族にしてほしくないが希望を言うと私は私

らしく生きていきたい。 

いつも迷惑を掛け続けている私であるがそれでも自分らしく生きていくことが私である

から。好きなことを話し、好きな物を食べて飲む。そんな中、人への配慮は忘れず一日に感

謝の気持ちを持てるそんな日々を過ごしたい。 

一人で徘徊していても迷子になっていても私の中で発見になればそれで良いと家族は思

っていてほしい。ケガをしても泣いていても笑っていても怒っていてもそれが私である。ど

んなことが起きても私はわたしであることに違いはないのです。 

いつか一人になることがあると思う。その時にでも私はわたしで生きていることに家族に

は後悔させたくない。一人になることは寂しいことではなく私の生き方であったと感じて

もらえるような生き方を認知症になった私として認めてもらいたい。 

  



私の性格や好きなこと、私が育った環境などを、しっかり伝えて 

 
私が認知症になった時の想像はしたことがなかったけど、認知症の高齢者は自分の感覚

に正直になるのではないかと思う。食べることが好きな私は食べたことも忘れ冷蔵庫の物

を探して食べたり、腐った物も口に運んだり、食べたのに食べたことを忘れ、ご飯はまだか

と言ってみたりするのではないか？性格的にせっかちであるので何かあると、早くしてほ

しい気持ちが強く、怒鳴ってしまったりするかも知れません。 

またオムツをしていたらおしっこやうんちをした時、気持ちが悪いから自発的に不愉快

なものを排除したくて、手を入れ不潔行為をしてしまうかもしれないし、何でも紙にくるん

だり袋に入れてどこかに置き、置いた所を忘れて物盗られ妄想で他人に「どこかに持って行

った」と言ってしまうのではないかと思い、人を傷つけないかなどものすごく考えてしまい

ました。 

食べることが好きな私は、食べたことを忘れ冷蔵庫の物を探し、食べたり、周りの方に「ご

はんまだぁー」と何度も聞くかもしれないし、こんな状況になった私を家族が一緒に暮らし

面倒を見てくれるのかなぁと思います。そんな状況になった時、少しの時間私を見て言葉や

行動に付き合って見守ってほしいと思います。現在おこなっている生活を送るのは無理だ

と思うが、行動がゆっくりでじれったくなるかもしれません。でもできている、できていな

いものを見極めて人に役立っていること、ほめてもらったり、ありがとうの言葉を言えたら

きっと毎日が幸せで暮らせて行けると思います。 

そんな私でも、温泉にも行きたいし、春には桜を見に行きたい。夏には海など秋は紅葉な

どを見にドライブにも連れて行ってほしいです。一緒に連れて行くのは恥ずかしいかと思

うかもしれませんが、また出掛けたことをすぐに忘れてしまうかもしれませんが、楽しいこ

と、嬉しかったことは思い出として心に残って消えないから、娘の名前も忘れることがあっ

ても顔は忘れないと思うから、私を仲間はずれにはしないで、なるべく一緒に暮らしてほし

いです。 

でも、私がどうにもならなくなった時は施設などに預けてください。自分たちを苦しめて

暮らしているなら、離れて時折顔を見に来てもらいたいと思います。そのかわり施設の方に、

私の性格や好きなこと嫌いなことを、私が育った環境などを、しっかりと伝えてほしいです。

そうすれば施設に入っても残りの人生楽し暮らして行けると思えるから。 

介護の仕事をし、認知症のご利用者とも関わっていながら、自分が認知症になるかもしれ

ないとぼんやり思い描く以外、具体的な考える機会は全然なかった様に思えるし、「自分は

大丈夫……」という気持ちがあったのかもしれないし、まだまだ先の話という思いもあった

が、これを機に良い勉強になりました。 

 

 

 

 



私の希望を聞いて…でも、煩わせたくない 
 

 介護の仕事に就き、認知症を抱えた方々をたくさん見つめてきた。 

そんな私が、認知症の症状がでてきたら…不安に苛まれ、きっとこれから起こりうる事を想

像するだけで絶望の淵へ追いやられるだろう。しかし認知症は誰でも発症する可能性があ

り、特別な病気ではない。 

 もし私が認知症になったら、先ずは今後の希望についてしっかり子ども達に知らせたい。 

〇できることなら在宅で過ごせるうちは、独居であっても頑張りたい 

〇もし子ども達の手を煩わせるようなことになったら、遠慮せずプロに任せて施設に入所

させてほしい。 

〇胃瘻や延命措置をせず、自然な形で」死を迎えたい。 

〇できれば旅立つ時に、一緒にいてほしい。 

〇葬儀は最低限でよい。 

〇埋葬してほしい場所…などだ。 

 これは今までたくさんの入居者様の看取りケアをしてきて、認知症になった時に、どうし

てもご家族主体で、物事を決定してしまうことに遭遇する機会が多かったからだ。また縁起

でもないことで、ご家族も認知症の方にそんなことを聞きづらいだろう。 

でも、私が最期をどう迎えたいか子ども達には理解してほしい。そして子ども達にどう接

してほしいかを伝えたい。 

〇もの忘れがひどくなったら責めたりせず、さりげなくフォローしてほしい。 

〇酷いことを言っても、本当の私はそう思っていないから、怒ったり、悲しんだりしないで

ほしい。 

〇できるだけ、好きな料理を作って食べさせてあげたいから、できないところは手伝って。 

〇認知症だけれど、あなた達の母親だから馬鹿にしたりせず、認めてほしい。 

〇施設に入所したら、忙しいだろうけど、寂しいから時々会いに来てほしい。 

〇認知症が進行してあなた達の顔がわからなくなっても許してほしい。 

〇最期まであなた達を愛していることを知っていてほしい。 

等々だ。 

こう書くとして“ほしいこと”ばかりだが、要するに最期まで自分自身で決めたいことが

あり、一人の人間として認めてもらい、自分らしく過ごせるようにしてほしいということで

ある。今現在、認知症を患っている方々もきっとそのように願っていただろう事を忘れては

いけないと思う。 

 しかし団塊ジュニア世代の私が認知症を患った時に、介護施設に入所できるのか…。かな

り危うい。施設は待機者で溢れ，入所が困難かも知れない。そうなると子どもの手を煩わせ

ることは避けて通れない。私にとってそれが一番嫌なことだ。でも現実はそう甘くない。 

  



認知症になっても、一人一人の「色」に無限の力が… 

  

「私が認知症になったら」というテーマについて今回、考えてみましたが、まず思うことは、

やはり「なりたくない」でした。これを言ってしまえば、テーマの意味がありませんが、し

かし、誰もが思うことだと考えます。 

 初めから、認知症になりたい！！と思う人はいないと思います。いつまでも元気に、大切

な人の顔を忘れることなく過ごして行きたいはずです。現在の認知症患者は軽度の方を入

れて、約４００万人と言われています。２０２５年には、５人に１人が認知症になると言わ

れています。 

そんな中、もし自分が認知症となった時、どのように思うのか、正直、今現在では想像が

つきません。ただ、自分自身、介護の現場で勤めるにあたって、認知症の方もそれぞれに性

格の違いやその方それぞれの「色」があると感じます。認知症の種類（アルツハイマー等）

や元々の性格によってもさまざまではあると思いますが、たとえ認知症になっても昔のこ

とを覚えている方は多いと思います。その記憶を頼りに時折、笑顔をみせていただけたり、

時には親族の顔を覚えてはいないが、なにかふとした瞬間、何かを思い出したかのように話

し出したり。 

それぞれがみせる「色」には無限の力があると思います。まだまだ認知症を根本から治す

ことはできない現実ですが、たとえ認知症となっても「人間らしさ」というものを忘れずに

生きていくことができればと感じます。 

たとえば、「人間らしさ」とは何なのかと考えたとき、やはり初めに思いつくのは、「最低

限の生活」だと思います。食事に関してもそうですが、一般的に自分でできることは自分で

行なっていくことが大切だと感じます。何一つ自分で行なうことをせず、すべてを誰かにや

ってもらうのでは人間らしさというものを失ってしまうと感じます。認知症となっても最

低限の自己は確立されています。その上で、身近な人との会話や、生活の中で昔行なってい

た趣味などを楽しみながら生活していく事で最低限の人間らしさは成立すると思います。 

たとえ、認知症になり、物事がわからない、自分が誰かもわからない、そんな状況になっ

たとしても、1日 1日を楽しんで生活していける。そんな未来を自分は描いています。認知

症になったことがない今の現状では、実際にそのようになったとき、なにを思い、どのよう

に行動し、どのような生活をするのか、正直、想像もつきません。 

しかし、実際に介護施設で勤務して、実際に認知症の方を拝見していると、どんなに認知

が進んで、言葉さえも発さない方でも、こちらから話しかけたり、親族が来設した際などに

笑顔を見せるときがあります。笑顔を絶やさない、明るい生活を送っていける。そんな未来

があれば、たとえ認知症になったとしても楽しく生活していけるのではないかと感じます。 

そして、最期のときまで笑顔を忘れずに過ごし、安心して安らかに最期を迎えることがで

きれば何よりではないかと思いました。今回、自分が認知症になったらというテーマで考え

てきましたが、今後、介護施設で勤務していくにあたって、認知症についてじっくり考える

良い機会をいただくことができたと感じました。 



こだわりの多い私。最後は家族とともに 
  

まず認知症の診断がついたら、隠さずちゃんと教えてほしいです。すぐには受け止められ

ないかもしれないですが、時間をかけてしっかりと受け止めた上で、それからの人生と生

きて行きたいからです。 

私は家族と過ごす時間がとても好きです。認知症になってもできる限り家で家族と一緒

に過ごしたいという思いがあります。ですが凄く人に気を遣ってしまう性格なので家族が

大変な思いをすることには我慢できないのではないかという思いもあります。わがままで

すが、認知症が軽度のうちは家で過ごさせてほしい。重度になり多くの手伝いが必要にな

ったら、施設に入所させてほしいです。施設に入所したら、時間がある時でいいので家族

には会いに来てほしいです。 

施設に入所したら、きっと職員や他の入所者に気疲れしてしまい一人で過ごすことを望

むと思います。ですが、一人で過ごすのが好きなのだと決めつけないでほしいです。ずっ

と一人は寂しい。レクや行事にも参加して楽しい時間も過ごしたい。でもたまには一人の

時間も作ってほしいです。一人の時は好きな音楽を聞きながらボーっとしたり、細かい作

業が好きなので手芸をしたりして過ごしたいです。 

手伝いが必要になったら、やはり丁寧にケアしてほしいです。言葉も堅苦しくなくてい

いですが、敬語で話してほしい。名前も“さん”付けで呼んでほしいです。できる事は続

けたいので時間が掛かっても、大変そうでも自分でやらせてほしいです。お手伝いができ

るならいつでも依頼してください。しっかりとやると思います。 

 綺麗好きなので私の周りは綺麗にしておきたいです。ご飯は人と比べると食べるのが遅

いので急かさないでくれると嬉しいです。好き嫌いは無いので出されたものは残さず食べ

ると思います。お風呂は凄く好きです。何歳になっても恥ずかしいので女性の職員にお手

伝いしてほしいです。湯船にはゆっくり浸かりたいです。寒がりで冷え性なので冬は暖か

くしてほしいです。たまには施設から出てお出かけもしたいです。近所のスーパーでもい

いです。１年に１回でいいから空気の澄んだ綺麗な景色の所に行きたいです。 

 私にはこだわりが多いと思います。家族や職員の方には大変な思いをさせてしまうかも

しれないです。人生楽しく、家族と一緒に笑いながら生きていきたいから、わがままを聞

いてほしい。でもきっとできない事が増えれば色々な事を諦めて、我慢していくと思いま

す。そんな気持ちを抱いていることに少しでも気づいて、優しくしてくれれば私は幸せな

のかもしれないです。 

 最期がどんな状況でも家で家族と過ごしたい。このわがままだけは聞いてほしいと強く

思います。 

  



家族に負担をかけたくない…でも、私を寂しくしないで 
  

私が認知症になった時を考えると、まず家族には迷惑をかけたくないと思います。自分

の職場でも、利用者様のご家族様をよく見かけますし、熱心にお世話してくださる方や足

繁く様子を見に来てくださる方もおられます。ですが、同じ家の中で 1 日中一緒にいる

と、家族にとっては大きな負担となることは確実と考えます。 

他人である私たち職員であっても、認知症の利用者様の言動で苛立ちを覚えることは正

直あります。ましてや同じ家族がお世話をするとなるとより一層苛立ちを覚えるのではな

いかと考えます。ですので、私が認知症になった時には、まずは施設への入所を早々に決

めてほしいと思います。金銭面で迷惑をかけてしまいますが、同じ家の中で 1 日中負担を

かけ、家族を追い詰めてしまいたくはありません。 

 延命治療についても望みません。これも家族に負担をかけたくないからです。意識が無

くなるような状態になったら、そのまま息を引き取らせてください。いつ死ぬか分からな

いまま家族が落ち着かない状態にはさせたくありません。 

 一つだけ家族にお願いしたいことは、私が認知症になってどこかの施設に入所した際、

月に 1 度くらいは顔を見に来てほしいです。そして話をしてください。認知症になって家

族の顔も分からなくなっているかもしれませんが、誰も訪れず寂しいまま過ごすのは嫌で

す。他は何も望みません。 

  



認知症になっても頼られる存在に！ 
 

私は、現在デイサービスで働いています。利用者さんは、皆さん様々な性格の方がいら

っしゃいます。誰に対しても仲良くお話できる方、ご自分で一日を好きなようにお一人で

過ごす方、お一人だと難しいが、複数人だと活動に参加される方など…。 

 その中にＴさんという女性の方がいます。誰か困った人や、まだデイに慣れてなくて楽

しめていない方に、優しく声をかけてくださいます。Ｔさんも認知症がありますが、長年

一緒に暮らしてきたご主人が認知症になり、自分のことを『家政婦さん？』と言われたこ

ともある、という話をよくされます。デイ利用当初は、不安や、ご主人を亡くした寂しさ

で、涙ぐむことが多く見られました。しかし今ではご自身もデイに慣れ、明るくお話され

ています。新規の利用者さんが来られた時に、Ｔさんにご紹介すると、とても優しく話か

けてくださり、「デイは楽しいよ！」ということを伝えてくれています。ご自身も物忘れ

があって、「すぐいろんなことを忘れちゃうんだ～」と話されていて、新しい方でもすぐ

に打ち解けやすい雰囲気があります。Ｔさんは、気を遣ってそうされているのではなく、

きっと元々の性格で「困っている人をほうっておけない」と思って自分の意思でそうされ

ているのだなと感じます。 

 私は高校卒業してすぐに介護の仕事に就きました。これまでの介護職員としての 8年

間。関わってきた、たくさんの利用者さんに助けてもらいました。もし私が認知症になっ

たとき、「自分の意思を持って」困っている人や寂しそうにしている人に話かけられる、

そんな人になりたいと思います。そして、その時には近くにいる家族や、もし住宅や施設

に住んでいるのであれば職員の方に、『お母さんなら、○○さんなら、頼りになるね』と

思われる存在になりたいです。 

  

そして、もし私が体調を崩したり、元気がない時、困っているときには、ゆっくり話を

聴いてもらいたいと思います。 

 今の介護の現場では、どうしても時間に追われることが多く、お一人お一人の利用者さ

んとゆっくりお話をする時間が取れないことが多いと思います。しかし、話を聴いてもら

うだけでも、気持ちが変化し、前向きになったり、落ち着いたり、気持ちが軽くなったり

すると思います。 

 私の性格上、くよくよ考えてしまい、ネガティブな方向に物事を考えてしまうことがた

くさんあります。考えすぎるのはよくないとは思いますが、それも私の性格です。たくさ

ん考えて、最終的にはいつも何とかなる…と落ち着きます。これは、きっと歳をとっても

変わらないと思います。なので、私の性格を知った上で、『ゆっくり話を聴いてもらいた

い』これが、私が認知症になったとき一番大事にしてほしいケアです。 

  



娘に伝えたい「あなたたちが大好き」 

 
私が認知性になったらいつもニコニコ笑って何を言われても「そうだね」と答える。毎

日テレビの前に座り韓国ドラマを見て、一人でトイレに行き、誰にも迷惑をかけずにのん

びり過ごす。食べることとお酒が好きな私のために毎週土曜日に家族が集まり、食事会を

開いてくれる。 

  

そんな夢の夢を思い浮かべる 

 

現実は お酒が大好きで若い頃からかなり飲んでいる私はアルコール性認知性になるのが

ほぼ間違いない。 

調べると他の認知性より厄介な特徴のようだ。 

「見当識障害」「作話」「隠れて飲み続ける」「歩けなくなる」「興奮しやすく攻撃的」「幻

覚」などになってしまう可能性が大いにあるらしい 

娘には「あれ？と思ったら迷わず施設に入れて」と言っている。「お母さんがあんなふう

になるの嫌だからね」と娘が言う。あんなふうってどんなふうだろうか 

私が一番怖いこと それは娘たちに迷惑をかけてしまうこと 

認知性で変わってしまった私を見せたくない 

今のままの私を覚えていてほしい 

私が認知性になったら娘たちに嫌われてしまう 

そうなる前に死んでしまいたいがそうもいかない  

この作文を書くことで改めて娘への思い、愛情を再確認できた 

だからこれから毎日伝えたい 

どんなに変わっても忘れても「あなたたちが大好きだ」ということを… 

  



認知症も意外と幸せ？ でも思い出という宝物を失いたくない 

 

もし、自分が認知症になったら…今まで考えたこともありませんでした。私は現在42歳

になりますが、まだまだ先のことかもしれないし、あっという問に「その時」が来るかも

しれません。 

実際自分が認知症になったとしたら、意外と幸せなんじゃないかと思う。認知症にもよ

りますが、普段、認知症の方と接する中で、どの方も自由で幸せそうな顔をしています

し、正直言うと、「悩み事もなくうらやましいな・・」と思うことさえあります.しか

し、それは自分自身での立場でのことで、まわりの人たちはどうだろう？ おそらくたく

さんの人たちのお世話になり、迷惑をかけてしまうんだろうと思います。家族はもちろん

のこと、私の介護に携わってくださる方たちにも相当、手をわずらわせてしまうことにな

ると思いますし、特に家族のことを考えると心が痛みます。 

私の親族で認知症になった人はまだいませんが、父は難病で５年前に他界しています。

病名は 

ＡＬＳ(筋委縮性側索硬化症)です。ＡＬＳは筋肉が衰え、自分のカで身体が動かせなくな

り、やがて呼吸も困難になり亡くなっていく病です。父が入院してからの４年間、母は１

日も欠かすことなく、病院へ行き、励ましたり、時にはリハビリの手伝いをしていたそう

です。実家が函館で、父の入院先も函館でしたので、私はたまにしかお見舞いに行けませ

んでしたが、母の苦労も見ていますし、父の会うたびに衰えていく姿を見るのはとても辛

かったです。 

父は入院して間もなく、「迷惑はかけたくない」、「体が動かなくなったら安楽死させ

てほしい」と母に話していたそうです。私自分も認知症になりそうになったらそう考え、

その思いを家族に伝えると思います。やはり、周りの方たちへ迷惑をかけたくないと考え

るからです。 

冒頭、私は「認知症の方は苦労や悩みもなく、本人的には幸せなんじゃないか…」と記

しましたが、苦労や悩みを捨てるのと引き換えに、大切な思い出の大半を失ってしまうこ

とも事実です。自分が生きてきた数十年の歴史、忘れたい思い出も中にはありますが、い

いことも悪いことも含め、思い出は自分が精一杯、生きてきた証です。10代、20代、30

代、そして40代、それぞれの年代に大切な思い出があり、それは私の心の中のアルバムに

しまってある大切な宝物です。もちろんこの先、いつまで生きられるかわかりませんが、

50代、60代、70代と自分自身の歴史を積み重ね、忘れがたき思い出も増えていくことでし

ょう。 

自分自身の人生が幸せかどうかは現時点ではわかりません。未来のことなど誰にもわか

らないし、後から時間が追いかけてきてわかることでしょう。しかし、やはり認知症にな

り、家族のことも大切な思い出も忘れてしまうというのは考えただけでも絶え難いことで

す。例え、認知症になったとしても、家族や支えてくれる人たちに迷惑をかけずに一生を

終えたいというのが、今の私の願いです。 



可愛いお爺ちゃんになって、自由のあるデイサービスでイキイキと！ 

 
 僕は歳をとったら可愛いお爺ちゃんになりたいと思っています。福祉に携わっていると

、頑固な方やホンワカした方などいろんな方と接してきましたが、認知症の方でも、ホン

ワカして昔から優しい方だったのだろうと思う方の空気感がとても良く、周りをなごませ

る何かがあると感じることがあるため、僕は認知症になっても、周りをなごませるお爺ち

ゃんにまずはなりたいです。 

 そして、認知症だからとすぐに施設に入るのではなく、可能な限り今までの生活環境を

変えずに暮らしたいが、周りには迷惑をかけたくはなく、自分が何もわからない状態で言

われたこともすぐに忘れてしまうようだったらまだ良いが、認知症になったことで家族が

回りから「お爺ちゃんはいつも徘徊してるね」、「ぼけたよね」など言われるとしたら、施

設に入所したほうがいいのではないかと思ってしまいます。 

 施設を選ぶ時には、まずはあれもダメ、これもダメと何に対しても制約がある処には入

所したくはなく、僕にとって命にかかわるような重大な危険行動、問題行動でなければ制

約なく見守ってくれる施設に入りたい。 

 日中は部屋にこもりっきりでも寂しいのでデイサービスに通い社会とのつながりは持っ

ていたい。通うデイサービスに対しても、全員が必ず同じことをしなくてはダメで、その

時にやりたくないことでもなかば強引に参加させられるようなデイサービスに通うのでは

なく、その時その時の気分により、参加するかしないかを決められて、認知症だからとい

って何も出来ない人と思っているような職員が一人もおらず、認知症でも一人の大人、だ

てに歳をとっているわけではない人と思って接してくれる職員がいるデイサービスに通い

たい。 

 活動に対してはすべてしてくれるのではなく、言われたことをすぐ忘れてしまう僕だけ

ど、この伝え方なら理解してくれるだろうか、このことは記憶に残っているから活動に取

り入れることはできないだろうか。これが得意だから、役割、仕事として取り組んでもら

ったらどうだろうか…など、一人一人に合わせて接してくれると嬉しい。 

 僕が認知症になった時には、僕がいるだけでその周りをなごませることが出来る可愛い

お爺ちゃんになっており、自宅での生活か施設に入っているかはわからないが、周りから

見守られ安心して楽しんで生活をしている。そして、デイサービスに通い気の合う仲間が

でき、頼りにされ自分の役割をみつけイキイキと生活をしているのが理想です。 

  
 
  
 
 

 

 



穏やかで楽しく、美味しいご飯も！ 
 

介護の仕事を始めてやり始めた時、認知症になっている方を介護する時、その方が都合よ

く忘れたり、普段通りきちんと話されていたり、覚えており返答してくださったりと、これ

は大丈夫ではないだろうかと、何度か思ったことがありました。 

 職場の上司に「私が認知症になった時レクレーションでやる風船バレーには参加したく

ないしやりたいとも思わないので、私の時はやらないで」と話しておられました。風船バレ

ーに対しての何があるのか、何故そのように話したのかがその時はわかりませんでした。そ

れが子供じみていたのか、いつも同じことしかしない職員に対して「もっと変化のあるもの

にしてほしい」と思ったのか？ 

 自分で認知症になる前にアセスメントシートを作成しておき、家族に「認知症になった時 

はこのようにしてほしい」と書いておいたらどうなのかなと 50歳代は思いました、しかし

その時、最初にまだらに認知症が発生した時はどうなのかを考えると、分かる時と、分から

なくなり不安でどうしたらよいかを周りの人にどのように話したらよいかわからなくなっ

た時、自分の心の中と頭で考えていることの一致しない時、徘徊したり・食べ物を食べてい

てもまだ目に見えればまた食べてしまったりなどを周りに迷惑をかけ、とても自宅での生

活を営むこともできなくなったとしても、自分では何でもできると思い込んでしまい周り

の人の言うことさえも聞けない自分になってしまうにかな・・・はたして認知症になる前の

アセスメントシートはどうなるのだろか、もしかしたらその時の自分は 50代に書いた内容

とはかけ離れているんではないか、それともそれがどこかで役に立つのだろうかと考えて

しまう。 

 だんだん後期高齢になっていった時、再度自分用のアセスメントシートを作成していた

ら 50代とは時の流れのように内容も変わっていくのだろうか、それとも自我を強調し改め

て年代的に考え方の違いというものが出てきてしまうのだろうか。 

レクレーションの一つでも楽しいと思って参加しているのか、みんながやっているから

強制的に参加させられているのか、できれは自分の意志をはっきり伝えられていければい

いのにと思います。伝えられない時のことを考えるとどの様にしたら自分の意志を確実に

伝えられるのかは今のところ課題である。 

 今は、仕事としてレクレーションをその日によって実行すれば、時には皆さんが喜んで参

加してくださり、楽しんでくださるかを今までの経験の中から提供し行うが、その時、利用

者の心情・体の状況・喜怒哀楽によっても色々な違いがでてくるのではないかと思い始めま

した。 

 私は、やはり皆さんに住宅に住まわれていて認知症がゆっくりと進行していても、進行が

早くても、家族や本人から結局はここでの生活は穏やかで楽しく過ごし、ご飯が美味しかっ

た。ここで良かったと言えるような最期を私は迎えることができたらいいと思い、回りには

迷惑をかけたくもないと思っています。 

 



嫌われても蔑まれても、家族のそばにいたい 

 
私が認知症になったとき、どんな症状があらわれているのだろうか。慣れ親しんだ自分を

取り巻く世界が未知で不安定なものになるのだろうか。なるべく周囲に迷惑をかけたくな

いが、そんな自制本能も働かないのだろう。連れ添った妻に「あんた誰？」って聞くのかも

しれない。「まだごはん食べてない！」「私の財布盗んだだろう？」って言ってしまうかもし

れない。排泄がうまくいかなくなったり、うろうろ出歩くかもしれない。 

 

その時すでに自分自身が認知症であるという自覚はないのだろう。他者との関係性は断

ち切れ、自分の心のおもむくままに、ふさぎこんだりはしゃいだりするのか。むしろ社会性

や道徳観念から解放され素の自分に戻るのかもしれない。純粋で無垢な自分に戻るなら可

愛げもあるが、本能と欲望まみれの自分が露呈したらどうなるだろう。恥ずかしいことや憎

むべきことを言ったり行なったりするのか、ああ恐ろしい。 

 

ＤＴ発生の地オーストラリアの「シャイン」という映画を観たことがある。ある男性クラ

シックピアニストの物語だが実話となっている。彼は強権的で支配的な父親により人生を

翻弄される。ピアニストとしての才能は十分なのだが、あるとき精神の病を発症してしまう。

幼年時代の母性の欠乏からか女性の乳房に対し異常な関心を持つ。以来、公的な場でも親し

い女性の胸を平然と触ってしまう。赤ちゃんが母の乳房を求めるように。 

 

彼の場合は精神の病であったが認知症となった自分もそうなるかもしれない。そうなる

に違いない。はしたないことをしてスケベ爺、変態爺と呼ばれ、忌み嫌われることだろう。

でも忘れないでください、私は足りなかったものを今求めているのです。純粋で無垢な気持

ちで…と言っても理解されないのだろう。むしろ悪事を正当化したことでもっともっと嫌

われるだろう。 

 

いっそ嫌われても良しとしようか。だが嫌われるにも勇気と覚悟が必要である。周囲と隔

絶しても己を押し通す自信がないといけない。そんな自信は毛頭ないから、やはり周りに迎

合し素直で可愛い年寄りとして生きていくのだろうか。社会性という後天的習性が本能を

抑え込むことは可能なのだろうか。それは実際認知症になってみないとわからない。 

 

どんなことになっても、その時家族のそばにいられたらそれが最大の幸せと思う。家族が

あるから今私は生きているが、おかしなことになったらごめんなさい。嫌われても蔑まれて

もそばにいたい。それが素直で正直な気持ちである。 

 

 

 



同じような症状の人たちと一緒に生活したい 
 

高齢者介護に携わるようになってから約 15 年が経ちますが、現在、私の高齢者介護の経

験の中で一番重度なアルツハイマー型認知症の方を介護しています。入浴や排泄介助への

抵抗・職員を叩く・蹴るなどは何度も経験していますが、その方以外の入居者様へのケア（認

知症重度の方が部屋に入ってくる、服や靴を持っていくなどに対して不満・怒りを持ってい

るため）に悩んでいます。 

そのような悩みがない時であれば、単純に自分用のパソコンで好きな時にインターネッ

トをしたい、妹が嫌がらなければ一緒に生活したい、同じ職員に介護してもらいたい（職員

の入れ替わりが多いと不安になるから、顔を覚えられないから）などを考えていました。現

在、勤務している事業所では要介護１から５までの方が生活しており、また認知症の診断が

ない方も生活しています。 

その中で、今一番強く希望したいことは、同じような認知症の症状の方たちと生活したい

です。私が高齢になった時の介護保険制度がどのような形になっているのかは想像もでき

ませんが、認知症の症状に合わせてホーム単位でもユニット単位でもいいから自分と同じ

ような症状・状態の方たちと生活したいです。 

介護していく中で、認知症の症状（場所を覚えることができない、食事をしたことを忘れ

てしまう、衣類の重ね着をしているなど）がある人に対し、軽度の認知症の方や認知症の診

断がない方は、「あの人バカじゃないの？」「何回言ってもわからないんだね。」「ああいう風

にはなりたくない」などの言動がみられます。男女ともにその様な言動があります。言われ

た方はもちろん怒ります。その中で、口論だけでなくつかみ合いになる事もあります。それ

を見ていると、どちらの立場にたっても辛いです。 

「あの人ボケてるんだね」と言われる方も辛いですが、反対の立ち場の方（認知症が軽度

の方）は他人が自分の部屋のトイレを使っている、何度も他人が自分の部屋に入ってくる、

自分の洋服や靴を持っていってしまう等があれば辛いと思います。 

自分は悪くないのに、自分の生活が侵されるのです。両方の立場から考えて、同じような

症状の方が集まって生活する事が望ましいです。入居して最期まで同じ環境で…というシ

ステムもメリットがあると思います。認知症の方に対して環境の変化は良くないこともわ

かっています。しかし、今回考えてみて自分が認知症になった時、特に重度の症状が見られ

るようになってきたら、同じ状態の方と生活したいというのが一番の望みです。 

 

 
 
 
 
 
 



好きなものを食べて、星空を眺めて…“和顔愛語” 

“和顔愛語”授業中寝てばかりいた私に、「あなたの笑顔、いいですね」と、専門

学校の恩師から卒業時贈られた言葉で、「あなたの笑顔、素敵ね」と言って褒めてく

れた 111 歳のおばあちゃんが、5 年くらい前に書初めして壁に貼っていた言葉だ。 

 若い頃の私はよく怒っていた。いつも笑顔で温和な雰囲気なんて微塵もなかった。

仕事でもプライベートでも気に入らないと直ぐにイライラし怒鳴っていた。それが、

いつの間にか今まで気に障っていたことが気にならなくなり、怒らなくなっていた。

自分でも、以前より穏やかな気持ちでいられる時間が増えたと感じている。怒ってば

かりいた時には、分かろうともしなかった相手の気持ちを考えられるようになった

り、何故そうなったかの背景を知ろうとするようになった。ようやく思いやりの心が

少し持てるようになってきたのではないかと思っている。 

 何年もかかって、今ようやくその程度だけれど、私が色んなことを忘れてしまうよ

うになる頃には、“怒る”ことも忘れていたいと心の底から願っている。“怒る”こ

とを忘れた私に是非やってほしいことが、ダイエット。食べ物のカロリーを減らされ

ても、好きではない運動をさせられても、続けられそうだからだ。BMI が標準になる

まで長くかかると思うので、特に頑張った時・節目の時・記念日なんかにはご褒美が

欲しい。美味しい物と外出や旅行に連れてってもらえるといいなと思う。 

 私のおいしいと感じるものは、脂っこくなくて味の濃くないもの。彩が良く旬のも

の。なすは口や喉がイガイガするので食べられないけれど、他は大丈夫。デザートは

和菓子も洋菓子も大好きなので、できれば少しずつ沢山の種類を食べたい。綺麗な景

色をぼんやり眺めるのも好きだけど、テーマパークはワクワクして楽しい。歩けるう

ちは、春に沖縄の島で 1 週間ほどのんびり海と空を眺めていたいし、夏は花の見頃に

合わせて、名所へドライブに行きたい。秋の紅葉は温泉に入りながら見て、冬は皆で

市民雪像を作って褒められたいと思う。 

 そのうち何にも出来なくなってしまったら、空を見せてもらいたい。夜も。よく流

れ星を見つけることが出来たから。流星群が来る時や月食の様な天体ショーの時は、

あったかくして外へ連れてってくれるだけで嬉しい。たとえ眠って見られなくても。

そしていつか痩せてしまったら、母の作った青いローブデコルテを着てふわふわの布

団に包まって最期の時を迎えたい。もし痩せられなくて着られなかったら、そっと上

に掛けてくれるといいな。 

 もしまだ怒ることを忘れていなかったら「そんなに怒っていたら世界が平和になら

ないよ」と笑って言って欲しい。そしたらきっと反省できると思うから。色んなこと

を忘れるようになっても、笑顔と感謝の心だけは忘れずにいたい。 

そうだ！和顔愛語、今のうちに努力しておこう。 

  



認知症でも不幸ではない…でもチョイス、決定は自分で！ 
                                

 将来のことは誰もわからない。だが、きっと認知症になる確率が高くて、きっと私もなる

のではないかと今から思う。 

意外に絶対なりたくないとは思わない。日頃認知症の方と接しているからなのか、認知症

を身近に感じるためかわからないが、認知症は、病気の一つ。病気なら、ならない方が絶対

に良い。でも認知症の方は、不幸ではないような感じがする。それは、接している入居者様

たちを見ているとそう感じる。きっと本人たちは、認知症だから不幸っていう結びつきがな

い、できないため逆に幸せ？とも思える。 

どちらかといえば本人より家族の方が負担になるのではないだろうか。認知症になって

しまったら自由が少なくなり…いや、そんなことはないのか？そう他の人からは見えるだ

けで本人はそう感じていないような気がする。周り・家族等に心配・負担がかかる。家族に

負担をかけたくないが、負担をかけてしまうのが現実だと思う。私は、介護の仕事をしてい

るので両親・兄弟・夫等身内が認知症になった場合は、必ず自分が関われる最大の努力と本

人の希望を第一に考えて生活のサポートをしてあげたいと思う。介護福祉士になるきっか

けの動機として、将来家族のために役立てる知識を得たいという気持ちもあったので、自分

が関わり最後まで介護したい。 

しかし、自分の場合は子供たちに負担がかかるので、家族に進められたら施設で生活した

いと思う。自分の気持ちも大事だが家族の気持ちも考えたいので色々な最終判断は自分で

はなくて家族でいいと考える。家族の希望に沿うつもり。 

その代わり施設入所した場合は、お金を収めて利用しているので希望・願望・チョイス・

決定等を自分でしたい。施設が生活の場になるので施設での最大限の自由な生活がしたい。

関わる職員には、私のすべての依頼を叶えられる努力をしてほしい。ただし自分でできるこ

とは、するようにして私自身も頑張る。リハビリも頑張る。お手伝いも頑張る。作業頑張っ

て手伝う。レクリエーション拒否なんてせずに楽しく参加する。入浴嫌でも頑張って入る。 

だが、食事・排泄・入浴・着替え・口腔ケア等は、自分でしたい。やっぱり自分でした方が

何事もしっくりくる。自分の仕方がある。出来る限り自分のことは自分でやり遂げたい。 

迷惑かけたくない。出来ないことは、少し手伝ってほしい。わからないことは教えてほし

い。仲の良いお友達もほしい。一人は寂しい。みんなといたい。私の話を聞いてほしい。声

をかけてほしい。私のことを家族のように思って優しく接してほしい。冷たくしないで。外

出に出かけたい。買い物に出かけたい。おいしいものを食べたい。大きな声で笑いたい。長

生きしたい。思いや願望は尽きないので、これが実現できるように感じるように自分も頑張

る。周りの方もサポートしてほしい。認知症になっても願望は最後まである。それをわかっ

てほしいと願い続けると思う。 

  



未来のＤＴＷさん、そっと寄り添って楽しませて 

 

『人間は忘れることができるから生きていけるのだ』と亡き母の言葉を思い出します。確

かに、幼い頃に叱られたこと、友人と喧嘩したこと、仕事での失敗したこと、大切な人との

別れ…。悲しい・辛い出来事は、完全に忘れ去ることはできないけれど、時間とともにマイ

ナスの感情は薄れていきます。これは長い人生を生き抜く中で人が本来もっている優れた

能力なのかもしれません。ただ、家族と過ごした大切な日々、色々な場所へ旅行した楽しか

ったこと、仕事で褒められたことなど、プラスの想いはその時味わった瞬間と同じくらいの

気持ちをずっと持ち続けていたいもの。その記憶がなくなるのは悲しいです。 

認知症になった時。今はまだ想像がつきません。大切な人が認知症になった時、自分の存

在を忘れられることは悲しいかもしれません。でも自分が認知症になって忘れること、色ん

な事ができなることは、必ずしも“不幸”とは限らないのだと研修を通して感じました。そ

の後、どう自分らしく生きていけるか。それを考えなければと思います。 

祖父は祖母が亡くなって間もなく認知症になりました。元気だった祖父がそうなったの

は祖母の死がきっかけだったように思います。糖尿病で入院していた祖母のため毎日 30分

列車に乗って隣町の病院まで見舞いにいくのが祖父の日課でした。その日課が祖母の死を

境になくなったのです。毎日家にいるだけになった祖父にとってより楽しく過ごせる生き

がいを見いだせてあげていたら、また違った結果だったのかもしれません。 

私が祖父と会うのは年に数回でしたが、子供の頃の祖父像からはかけはなれ、少しショッ

クでした。認知症になった祖父のことで思い出すのは戦時中の話を永遠と繰り返すこと。遊

びに行くと誰かと認識はあるものの『いくつになった？』の質問に答えた矢先に『いくつに

なった？』と永遠繰り返すのです。当時はどうしたら良いか戸惑いもありましたが、今なら

どうするのが良いか考えられたなと思います。 

私は独身でパートナーも子供もいません。順番でいえば父が先に逝き、弟は結婚して家庭

があります。久しくしている親戚も少なく認知症になった私の面倒をみてくれる人はきっ

といないと思います。私の理想は施設に入って楽しくのんびり生活すること！私が認知症

になった時…。あまり想像はできないですが、嬉しいこと・悲しいことを少しずつ忘れてい

っても、新しい私として楽しく生きていきたいです。そのためには、今楽しいと思えること

や興味のあることをトコトン追及して、おばあちゃんになってもそれを続けていこうと思

います。 

 お世話になる未来の施設ＤＴＷさんへ。きっと、そんなに我儘は言いません。なので、そ

っと寄り添って私の楽しめるヒントを少しだけください。 

 

  



思い出を共にして、絵筆や書道用の筆を与えて 
 

 私の母は 10 年ほど前に認知症を発病しました。母の口ぐせは「今日が一番若い日なん

だから人生を楽しまなくちゃ」と時間を惜しむように海外旅行、カラオケ、社交ダンス、

洋裁と趣味も多く、特に洋裁はプロ級でダンスの衣装はもちろん、私のウエディングドレ

スも縫ってくれました。 

「運動したり手先を使っているからお母さんは認知症にはならないね」と母に言ってい

ましたが、12 月はじめに心臓カテーテル治療、翌年のお正月が過ぎたころには胃がんを発

病し手術となり短期間に体重が 15キロも落ち、春には乳がんの手術も受けました。 

 高齢になってからの全身麻酔での身体的ストレスや体力の著しい低下が、あの元気だ

った母に認知症という病名を呼び込んでしまった気がしてなりません。医師から認知症

と診断名を告げられても，すぐには受容できず納得することができるまで時間を必要と

しました。 

 私が認知症になった時も家族はきっと同じような反応をすることと思います。そしてこ

の先私に対してどんな風に接してよいか途方に暮れてしまうかもしれません。しかし私は

私です。妻としての役目や母親としての役割は果たせなくなると思いますが、一人の老婦

人として、人間として自信を失ったり、前向きに生きる姿勢が見られなくなっても、五感

を刺激してもらうとやる気スイッチが入るかもしれません。 

 今の私はキッチンに立ち包丁を握っている時が機嫌のよい時です、認知症になって料理

が作れなくなってもきっと食にかかわるお手伝いなど役割を持たせてほしいと伝えてお

こうかと思っています。 

 ただ認知症特有の昔話を始めた時には一緒に思い出を甦らせて記憶違いは否定せずに

うなづいていてほしいです、母を観て思ったのは何も分からなくなっているのではないと

いうことです。記憶のかけらをつなぐ努力をしようと必死でした。懸命に話のつじつまを

合わせる姿を痛々しく思う時もありましたが、こちらが気持ちを添わせると笑顔が見られ、

心の砦が取り除かれていました。 

 認知症になってしまいもう一人では何も出来なくなってしまったと、まわりの者が決め

つけることは大変傲慢なことです。私がもし重症化して言葉も発しなくなったら絵筆や書

道用の筆を与えてほしいです。きっと一日何かを描い続けることでしょう。私が子供の頃

に通った絵画教室や書道教室の思い出が終末期を迎える頃の私に安らぎの時間を作って

くれると信じています。そんな姿を見たら天国の両親はきっとニガ笑いするでしょうね。 

 

 

 
 

 

 



「私が認知症になった時してほしいこと」遺言として 
 

好きな音楽をきかせてほしい。 
おいしいものを食べたい。自由がほしい。思い出を聴いてほしい。家族と会わせてほし
い。 
家で暮らしたい。 
歩きたい。 
話を聴いてほしい。 
出来ないことを手伝ってほしい。 
施設には入りたくない。 
できるだけ自分でものごとを行いたい。 
忘れたことは教えてほしい。 
もし私が死んだら家族だけで葬式をしてほしい。 
わからなくなっても旅行につれてってほしい。昔皆で行ったところに行きたい。 
手を握ってほしい。 
もの扱いはしないでください。 
ドライブに連れてってください。 
家の中にずっといさせないでください。 
写真を見せてください。 
カレーライスを時々作ってください。 
映画を見せてください。 
遊んでください。 
笑ってください。 
誕生日には何かをしてください。 
今日は何月何日かを教えてください。 
季節を教えてください。感じさせてください。 
時計の電池が切れたら交換してください。時を止めたままにしないでください。 
服はあまり同じものを着せないでください。おしゃれをさせてください。 
優しくしてください。 
私らしさを考えてください。 
 
今思う私のしてほしいことはこれくらいしょうか 
そんなに贅沢なことは望みませんが、私だってなりたくて認知症になったわけではありま
せん。 
あなた達も私のようになってみないとわからないと思います。ですが少しくらいは感じと
ってください。少しのことでいいです一つでもいいです。あなたが「嫌だな」と思いうこ
とはできるだけ私にはしないでほしいです。もし嫌なことだなぁと思うことを私にしてし
まったとき時や、しそうになった時には、誰かに助けを求めてください。自分たちも大切
にしてください。 
あなたもつらくならなくてすむと思うので。 
この遺言を書いているとき思い出したことですが、私はお父さんが大嫌いでした。だけど
も死んでしまってから、どうして何もしてあげられなかったんだろうと、小さくなった父
を抱いてとても後悔したことを思い出します。自分がした良いこと悪いことは、いろいろ
な形で、自分に返ってくるものなのかなとも、この年でも思うものです。けれど今は後悔
していません。あなた達と家族になっていろいろと楽しいことやつらいことを、今まで共
感できたことで少しづつその後悔が、消えていきました。順子、花歩へ…本当にありがと
う。私がいなくなる、その日の前にはどうか一緒にいてくれるだけでいいです。手を握っ
ていてください。 
                                     父より 
 
 



認知症になっても“介護者目線”？普通に介護して 

 

 「こんな風にはなりたくない。こんな風になったら周りに迷惑をかけるし、正直ぽっく

りとこの世からサヨナラしていいかな。生きていても楽しくなさそうだし」。自身の率直

な認知症への感じ方です。ですが、この課題を作成するに当たり今一度認知症について考

え直してみようと思いました。 

 

まず認知症になったら自身が自身でなくなるのか？と言うこと。名前や戸籍的には自分

であるには間違いないですが、自身での行動選択や物事の捉え方、思考力などの低下によ

る自我の崩壊が、自身の視点からはどのように見えているのか。そこに恐怖みたいな感じ

を受けます。やはり自身が自身の思考と行動の相違や混乱が生じるのは嫌だし、その出来

事についても認識できなくなるのはもっと嫌なので、重度の認知症になってしまっては生

きている感覚ではとてもなく、少なくとも自身ではなくなるのかなと思いました。俗にい

うピンピンコロリが良いかなと感じます。 

 

次にデイサービスには行きたいか？と言ってうこと。自身は一人で居ることが基本的に

は好きなので、あまり参加はしたくない気が…。ですが生活リズムを整えたり、入浴を行

うことによる清潔の保持などデイサービスでの様々なメリットを知っている手前、渋々に

はなるでしょうが参加すると思います。 

 

次に発症してしまったらどのような介護をしてほしいか？ということ。これも介護職員

としての立場から見てあまり負担がかからないよう、ある程度普通に行ってくれれば良い

かなと思います。オムツになっても仕方ない、尿取りパットをつける状態になっても仕方

ないと意外に割り切れるような感じはします。やはり介護者の目線になってしまうと思い

ます。 

 

最後に、発症時にはどのように認知症と向き合っていくかということ。これはやはり周

りに迷惑をかけたくないという心情が自身ではすぐに芽生えてしまうので、できる限りリ

ハビリを行い、何か大切な事を言われたらメモを取り対応していくと思います。延命的な

胃瘻などは欧州の考えと同じく行いたいとは思いません。それにより介護サービスなど公

共の負担の軽減に繋がればと思ってしまいます。 

 

このように極度に周りに迷惑をかけたくないという若干偏りがある自分の認知症になっ

た時の考えてみると、当たり前なことですが一つの考えが浮かびました。それは、「人に

よって様々な認知症に対しての捉え方があるのでは」というごくごく当たり前の考えで

す。介助する側はこのような対応をしていれば大丈夫かなと接するも、利用者はここに拘

りがあるとかこうしたいああしたいと考えるのは当然のこと。そこに介助者の自我が組み

合わさると円滑な介助を行うことは不可能になってしまいます。 

 

なので、これからはより相手主体、利用者様主体の介護を心掛け、相手に寄り添う介護

を意識して取り組んでいきたいと思います。 

 


